「みはらだより」３００号おめでとう
北川福太郎

か月過ぎるのが早かったの
を覚えております。数年し
てからですか、福祉という
言葉に引っかかるものがあっ
たのか、機関誌の題名に異
論を唱える人があって「み
はらだより」に改題したの
です。
今でも変わらないのは、
枠外に発行部数の表示と、
毎月１回発行ですがこれを
遵守するのは大変な事です。
最後に「みはらだより」
編集発行者の方に感謝とお
礼を申し上げ、ますますの
発展を祈ります。
私も来年早々に 歳にな
ります。毎月の「みはらだ
より」を楽しみに拝見させ
ていただいております。

み は ら 文 化 祭 作 品 募 集 中

を受け、引っ張って頂きま
した。特に広報の必要性に
ついても「みはらだより」
を通じて実感致しました。
「継続は力なり」を我が
校区も見習いたいと思いま
す。長年お疲れ様です。あ
りがとうございます。

戎谷悦子

◎ 開催日
月 ・ 日（日・月祝）
◎ 場 所 三原台地域会館
只今作品を募集しています。絵画、書道、工芸、陶芸
写真、手芸など作品発表の場にしていただければと
思います。ご出展をお待ちしています。
◎ 申込み締め切り
月 日（木）
詳しくは地域会館までお問合わせ下さい。
申込用紙は地域会館にあります。 【文化部・富永】

校区の皆様、日ごろは校
区内活動にご支援・ご協力
を賜り厚くお礼を申し上げ
ます。
今回「みはらだより」は
３００号を迎えました。こ
の記念号発行に際し、会長
という立場に携わっている
ことに感謝します。
３００号という数字は大
変なものであると考えます。
年間発行 号、単純に計算
して 年で１２０号、 年
で２４０号、 年でやっと
３００号に到達です。４分
の１世紀にわたり継続し、
発行され続けてきたこの
「みはらだより」は校区の
誇りであると同時に、今ま
で携わっていただいた、多

くの皆様方のご苦労にも頭
が下がります。
ありがとうございます。
今後もこの歴史を引き続
いて発行していきたいと願っ
ています。それにはなんと
いっても住民の皆様や、関
係各位のご協力が必要となっ
てきます。
内容の充実を高めるため、
皆様方からの記事をお寄せ
いただきたいと思います。
【校区自治連合会長岸本】
この度「３００号に原稿
を」とお願いいたしました
ところ、早速お寄せいただ
きありがとうございました。
今後ともご愛読よろしくお
願いします。
【広報部】

継続に感謝し続投を願う

創刊３００号とお聞きし
たときに、思わず「お祝い
の原稿を」と言ってしまい
ました。
古川会長の時に初めて貴
校区とのお付き合いが始ま
りました。自治会活動、福
祉委員会活動について教え

御池台校区連合自治会会長

「妹」校区からひと言お祝いを！
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一丁東
みはらだより３００号、
よくこれまで続けて編集発
行していただいたことを感
謝しております。
思い起こせば、そもそも
数年前、「みはら便り」
は「福祉のみはら」として
私が発行いたしました。
その当時、三原台校区は
出来たばかり、校区の民生
委員長をしていた私は福祉
のお知らせや、三原台を校
区の皆さんにもっと知って
もらい、安全・安心して暮
らせる校区にしようと、そ
れには機関誌が大切で毎月
１回発行の「福祉のみはら」
を発行したのです。
当時新聞発行の技術はゼ
ロで毎月苦労しました。一

三原台ふれあいモーニング喫茶こぶし訪問記

31

24

10

20

坂本益輝

11

25

新檜尾台校区

ラダ、コーヒーをいただき
ました。
メニューのすべてが男性
スタッフによる手作り。前
日から仕込み、当日は６時
から調理を始めるそうです。
心がこもっておいしいはず
です。人気の理由がわかり
ます。
衛生面では食材の管理、
調理器具の消毒、ふきんな
どの天日干し、スタッフの
手洗い励行など、衛生管理
には十分気を配っていると
のお話でした。
会場内はおそろいのエプ
ロンをつけたスタッフが立
ち回り、明るく楽しい雰囲
気が大変印象に残りました。
おいしいモーニング、ご
ちそうさまでした。

12

90

【この機関誌は毎月１回 ４０００部発行しています】

10

20

泉北の校区ではあまり例
を見ない運営をされている
という噂、楽しみにお伺い
しました。
午前 時、会場の地域会
館では、１００席近くがす
でに満席状態で、多くの方
が楽しそうに歓談されてい
ます。
まずメニューの豊富さに
びっくりです。見本台には
ピザトースト、サラダ、スー
プ、白玉ぜんざい、ゆで卵、
おにぎりそしてケーキ、持
ち帰り用の週替わりおこわ
は、早く来ないと売り切れ
て買えない人気だとか。
会場には挽きたてコーヒー
の香りが漂って、レストラ
ンのモーニングの雰囲気で
す。私も早速トースト、サ
10

災害を見据えて真剣に
避難訓練実施
９月 日（日）広域避難
所・三原台小学校校庭で校
区防災避難訓練を実施しま
した。
当日は晴天に恵まれ、日
差しの暑い中３９０人の参
加があり、単位自治会で一
次避難所に集合、安否確認
後小学校へ集まり、本部へ
の名簿提出後、２グループ
に分かれて、炊出し班は
㌔の米と味噌汁２００人分
の炊き出しと、消防署指導
でＡＥＤの実演・水消火器
体験や簡易担架の組み立て
などを体験。

防災トイレ班は小学校体
育館裏のマンホール型トイ
レの組み立てとテント設営・
エンジンポンプの使用方法
を体験しました。
災害対策本部では時間を
追って南区役所との情報交
換や緊急電話の解説方法な
ど区役所職員の協力で行い
ました。
今回の訓練には自治会未
加入の方の参加もあり、校
区全体の避難訓練が達成さ
れたかと思います。
訓練の体験は、今後起こ
りう るであ ろう南 海 東
･南
海地震に、少しでも役に立
てばと思っています。
訓練開催にあたり、三原
台小学校はじめ各関係機関
のご協力、地域の皆様のご
参加、ありがとうございま
【防災部・山下】
した。
コーポタウン自治会の訓練
簡易担架で運ばれて…。

12

12キロ 炊きの大釜で無洗米を
炊き、200人が試食。

又コーポタウン自治会は
独自に水消火器体験や簡易
担架の組み立て、非常食
（アルファー米）の炊出し
訓練などを、小学校の災害
対策本部と連絡を取りなが
らの訓練を実施。
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三原台中学校吹奏楽部

メモリアル
コンサート
いつもご支援、ありがと
うございます。皆様に日ご
ろの感謝を込めて精一杯演
奏します。多数のご来場を
お待ちしております。
♪日時
年 月９日（日）
時 分会場
時開演
♪場所 三原台中学校体育館
♪曲目
アナと雪の女王メドレー
カルメン組曲

【三原台中学校吹奏楽部】

地域のカレンダー
10／15～11／14
いを語り合うことができま
した。涙を流したり、大い
に笑ったり、あっという間
のお時間でした。
今回は 、初の 試みと して
ルルポ泉ヶ丘さんで開催し
ましたが、このような場所
が開放的で、身近で気軽に
参加できる場所にと考えた
ためです。
この度も、『こんな気づ
きがあった』『参加して良
かった』『もっとお誘いし
たい』『次はいつするの？』
とお声をいただきました。
院内、ルルポ泉ヶ丘での
メディカルカフェを気軽に
立ち寄れる、温かい場所と
して根付かせていきたいと
考えています。またご案内
させていただきますので、
ゆったりとした、有意義な
お時間を一緒に過ごしませ
んか？

『メディカルカフェかたらいの会』を
開催して

ほか

ジャニーズメモリアルメドレー

11

はじめまして、近畿大学
医学部附属病院の桐村と申
します。
９月 日 ルルポ泉ヶ丘さ
んのご協力をいただき『メ
ディカルカフェ・かたらい
の会』を開催致しました。
メディカルカフェとは、
主としてがん患者さんやそ
のご家族を対象とした会で
す。自由に交流ができ、日
頃の悩みや思いなどを語り
合い、悩んでいるのは自分
一人だけではないんだなと
気づき、気持ちが楽になれ
たり、体験やお話を聞いて
自分の悩みを解決するヒン
トを見つけたりできる場所
です。
第一回と第二回は院内で
開催し、ピアノの生演奏の
もと、皆さんとお茶を飲み
ながらいろいろな日頃の思

久本組特定建設共同企業体
が請け負っています。

回校区体育大会

９月号の「送水管布設工
事」の原稿で大切なことを
書き忘れていました。
「送水管布設工事」は大
阪広域水道企業団の発注で、
工事を大成建設・森本組、

第

月 日（日）午前９時～午後３時
三原台小学校校庭
雨天中止

大阪広域水道企業団の
イメージキャラクター

広報部から
お詫びと訂正です

10／15㈬いきいきサロン
10～12時
16㈭チューブ体操
13：30～
17㈮モーニング喫茶
９～12時
青少年指導夜間パトロール 20時～
18㈯大人の開放日おしゃべり ９～12時
19㈰体育大会準備（包装）
21㈫手話サークル
９：30～11時
22㈬陽だまり開放日
10～11時
民生委員会
19：30～
23㈭チューブ体操
13：30～
24㈮モーニング喫茶
９～12時
25㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
防犯部会
19：30～
体育大会準備
文化部会
26㈰校区体育大会
三原台小学校校庭
９時～
27㈪子育てフォーラム
三原台中学校体育館
28㈫手話サークル
９：30～11時
30㈭チューブ体操
13：30～
31㈮モーニング喫茶
９～12時
11／１㈯大人の開放日おしゃべり ９～12時
防災部会
19時～
４㈫手話サークル
９：30～11時
５㈬胃がん検診（予約者のみ）
７㈮モーニング喫茶
９～12時
８㈯大人の開放日カラオケ
９～12時
ボランティア会議
10時～
みはらだより発行
校区定例会
19：30～
９㈰南区ふれあいまつり
西原公園
10～15時
10㈪民生委員南区全体研修
11㈫手話サークル
９：30～11時
12㈬介護相談
10～12時
胃がん検診（予約者のみ）
13㈭陽だまり
10～11：30
チューブ体操
13：30～
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敬老大会開催

12

26

わせて４番まで続けた最後
の一人に大きな拍手、皆頑
張ってくれました。
お楽しみの「夏木美衣」
さんの歌。「大阪ラプソディ」
で始まり、「故郷」の大合
唱で幕が下りました。
楽しいひと時を共にし、
また逢う日まで、無事息災
を祈りつつ「ごきげんよう」。
【ボランティア・地家】

10 27

14

長寿・健康・遊戯・歌
楽しみ盛り沢山

満40歳以上の堺市民
11月19日（水）
三原台小学校へ直接行って下さい。
Ｘ線は無料
喀痰検診は10日前までに申し込み
予約制 400円
問合せ 南保健センター
０７２－２９３－１２２２

20

対象者
日 時
場 所
費 用

さわやかな季節が巡って
きました。９月 日地域会
館で開催した「敬老大会」
には、延べ１８０人近い人
が集い、にぎやかに幕が上
がりました。
来賓のごあいさつの中に、
日本の最高齢者は女性で１
１６歳、堺市の１００歳以
上の方は１４４人、南区で
は 人、最高齢者は女性１
０８歳、男性１０５歳の方
がおられると話され、世の
中がずいぶん変わったと実
感しました。
保健師さんからは結核は
過去の病気ではなく、高齢
者は特に気をつけて、健康
診断を受け、自分の健康は
自分で守るを心がけること
が大切とのこと。しっかり
認識させられました。
可愛い園児の歌とけん玉、
「もしもし亀よ」の歌に合

年度

日時
月 日（月）
午前 ～ 時
場所 三原台中学校体育館
内容 エンジェルサポート
アソシエーション
永見先生のお話
ミニＳＬ、パラバルーンな
ど、体育館で
楽しく
遊びましょう

子育てフォーラム開催

26

【青少年健全育成・村田】

10

28

肺がん・結核検診の
お知らせ

平成26年10月号
ホームページアドレス
http://www9.ocn.ne.jp/~miharady
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けんだまはしくじったら座ります。

